
開催日： 参加倶楽部数： 19

会場： 通過倶楽部数： 2

Aクラス：6503yards Par72 競技方法： Aクラス4名、Bクラス4名出場

Bクラス：6793yards Par72 各クラス上位3名、計6名の合計スコア

ベストスコア賞：Aクラス ベストスコア賞：Bクラス

和田 博 68 柳澤 信吾 69

1位 435 2位 460
和田 博 68 (31,37) 傍島 伸之 77 (41,36)
河野 淳一 85 (40,45) 福原 純一 79 (39,40)
原田 晃 74 (37,37) 山本 浩一郎 79 (43,36)
廣瀬 照康 79 (42,37) 平野 正行 73 (36,37)
水上 晃男 73 (36,37) 永井 貴之 75 (39,36)
柳澤 信吾 69 (34,35) 高村 保 80 (41,39)
布施 正明 72 (35,37) 神取 佑樹 81 (40,41)
淀川 勇 75 (37,38) 林 成彦 76 (38,38)

3位 464 4位 471
細根 勉 81 (42,39) 宮 辰夫 77 (41,36)
及川 久二 77 (41,36) 渡辺 嘉男 80 (38,42)
石原 裕士 80 (40,40) 木村 光方 84 (37,47)
武藤 秀敏 77 (39,38) 宮 敏夫 83 (42,41)
金子 信一 77 (39,38) 青木 慶太 75 (37,38)
弦巻 孝訓 82 (44,38) 小寺 聡司 78 (38,40)
浅野 隆 79 (42,37) 田中 美津大 78 (35,43)
髙橋 秀和 74 (37,37) 大沼 祐介 93 (42,51)

5位 476 6位 478
村田 達勇 84 (41,43) 石井 幹 76 (37,39)
三橋 好文 78 (39,39) 北林 浩光 83 (40,43)
森 文徳 80 (36,44) 塚原 康由 76 (37,39)
大木 康裕 83 (40,43) 渡辺 茂 87 (44,43)
川手 龍之進 79 (38,41) 名雪 雄一 85 (40,45)
高野 吉弘 76 (38,38) 鈴木 忠和 79 (37,42)
門田 一弘 80 (39,41) 河野 真一 80 (40,40)
吉松 昌弘 85 (43,42) 加藤 功 84 (45,39)

7位 481 8位 486
松下 宗嗣 81 (38,43) 齋藤 浩継 77 (39,38)
平林 泰彦 85 (44,41) 高橋 和彦 92 (49,43)
上蔀 健一 78 (38,40) 渡辺 裕司 84 (39,45)
谷内 三千夫 81 (41,40) 鈴木 悟 80 (39,41)
中嶋 勇太 77 (39,38) 平澤 賢一 79 (38,41)
古澤 元 84 (41,43) 栗崎 勝司 80 (41,39)
森塚 実 81 (42,39) 須藤 隆司 86 (43,43)
松下 定弘 83 (42,41) 渡辺 公治 87 (41,46)

9位 486 10位 486
中上 浩三 78 (39,39) 森尾 真介 78 (38,40)
安藤 秀二 82 (39,43) 小玉 昇 83 (38,45)
渡辺 務 81 (41,40) 西村 國雄 88 (42,46)
大湊 一郎 85 (43,42) 石山 美紀 84 (41,43)
宮下 雄一 78 (40,38) 三澤 孝至 80 (40,40)
大和久 成雄 84 (40,44) 小夏 真彦 85 (39,46)
杉野 大輔 88 (43,45) 中嶋 克也 95 (46,49)
佐藤 竜介 83 (41,42) 横山 功 76 (39,37)

11位 487 12位 488
前田 信吾 85 (43,42) 似田 幹男 77 (36,41)
石倉 真成 84 (41,43) 安室 伸一 81 (39,42)
田中 順一 82 (41,41) 四倉 次郎 90 (45,45)
小林 正幸 85 (42,43) 春日 靜夫 86 (44,42)
石井 勉 74 (37,37) 山田 伸夫 86 (39,47)
奥田 堅太郎 80 (37,43) 西野 英司 80 (39,41)
谷村 朋昭 82 (42,40) 政岡 貴志 78 (39,39)
寒河江 義則 90 (39,51) 藤崎 隆 90 (43,47)

2019年関東倶楽部対抗千葉第3会場予選競技

(袖ヶ浦)

姉ヶ崎カントリー倶楽部　東コース

5月20日(月)

(袖ヶ浦)

姉ヶ崎カントリー倶楽部袖ヶ浦カンツリークラブ

成田ヒルズカントリークラブ 千葉桜の里ゴルフクラブ

佐原カントリークラブ 習志野カントリークラブ

カレドニアン・ゴルフクラブ キャスコ花葉CLUB

浜野ゴルフクラブ 八幡カントリークラブ

中山カントリークラブ キングフィールズゴルフクラブ
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13位 489 14位 489
中谷 亨 83 (42,41) 名児耶 晴夫 76 (40,36)
荻島 征彦 82 (39,43) 高橋 美幸 82 (40,42)
平石 定夫 79 (40,39) 越川 富士太郎 84 (38,46)
小田島 幸治郎 85 (40,45) 越川 正雄 89 (44,45)
杉井 秀彰 81 (39,42) 今井 亘 86 (44,42)
野田 好史 80 (39,41) 伊藤 将則 81 (40,41)
志賀 裕幸 84 (42,42) 下條 勲 80 (43,37)
宇井 光一 87 (42,45) 田村 文哉 103 (48,55)

15位 491 16位 493
齋藤 元志郎 81 (39,42) 高橋 憲一 80 (42,38)
櫻井 聖士 78 (39,39) 磯野 芳 94 (48,46)
林 俊男 82 (41,41) 西牧 武志 90 (44,46)
古川 徹 82 (40,42) 那須 久治 83 (39,44)
木村 勝巳 84 (44,40) 望月 幹仁 78 (37,41)
倉島 保一 81 (41,40) 土井 克祥 83 (38,45)
寺尾 聖一郎 87 (45,42) 流 英一 79 (39,40)
長島 洋介 85 (43,42) 宮渕 修 89 (46,43)

17位 500 18位 504
和田 博之 73 (35,38) 鈴木 國也 83 (44,39)
長野 道男 89 (44,45) 髙波 幸夫 78 (40,38)
福原 一実 85 (41,44) 坂井 正行 棄権
亀田 潮路 84 (42,42) 仲山 信幸 88 (43,45)
千田 正史 89 (47,42) 熊谷 隆 85 (38,47)
鈴木 教大 86 (42,44) 堀江 裕明 88 (45,43)
牧野 寿彦 96 (42,54) 森本 信行 90 (47,43)
濱村 拓也 83 (41,42) 谷本 俊雄 82 (41,41)

19位 508
岡本 好作 77 (39,38)
松元 正秀 86 (45,41)
川畑 和人 86 (44,42)
松村 雅夫 88 (44,44)
岡 洋二郎 99 (50,49)
松﨑 勲 91 (44,47)
生稲 隆幸 82 (39,43)
宮﨑 晴幸 86 (43,43)

房州カントリークラブ

南総ヒルズカントリークラブ

ザ・カントリークラブ･ジャパン

真名カントリークラブ 加茂ゴルフ倶楽部

京カントリークラブ 香取カントリークラブ


